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１． はじめに
大規模な分散ファイルシステムのキャッシュ
に用いることができる外部記憶装置の構成方法
について提案する。
外 部 記 憶 装 置 は 、 OSD(Object-based Storage
Devices)規格によって接続する。OSD 規格によれ
ば、ブロック単位ではなく、ブロックの集合
(Object) 単 位 で の ア ク セ ス が 可 能 に な る 。
Object ごとのアクセス特性を把握することによ
り、自己最適化機能を導入しやすい特徴を持つ。
ここでは、キャッシュ記憶装置内部で Object
ごとのアクセス特性を統計的に解析し、性能の
自己最適化を行うキャッシュ記憶装置を構築す
ることを試みる。本稿では、その構造、アルゴ
リズムについて述べる。

性能を持つキャッシュノード向きストレージデ
バイスを実現することができる。
３．スケジューラ実装に対するアプローチ
実現するストレージ装置の性能の最適化を図
る機構を、スケジューラとよぶことにする。ス
ケジューラの実装にあたって、高い性能を得る
とともに、自動的な性能改善が図られる構造を
とることが目標である。

３．１ ポリシー階層化
システムが自らの機能によって性能改善を図
る機構の実現を試みるアプローチとして、スケ
ジューラを大きな単一のプログラムとして実現
するのではなく、単純なスケジューリング目標
を達成する複数の小規模スケジューラの集合か
２． システム構成
らなるモジュール構造とすることを試みる。そ
２．１ リソース
れらを要素スケジューラとよぶことにする。要
高機能ストレージシステムは、図１のような
素スケジューラは個々にスケジューリング目標
構成になっている。キャッシュの各々にストレ
を持つ。スケジューラ全体の自動最適化を図る
ージシステムが接続され、ストレージシステム
よりも、要素スケジューラの自動最適化の方が
は１ドライブ、メモリ、組み込み用プロセッサ
問題が単純化される。特に、主記憶等の単一の
で構成され、玄人志向の NAS 組み立てキット、
システム資源を、複数の要素スケジューラの間
玄箱のようなものを考えている。
で競争的に共有し、それらへの資源配分を決め
る上位の要素スケジューラを実現する構造をと
ることにより、複雑なスケジューラを構造的に
構築することが可能になる。これを、ポリシー
階層化とよぶことにする。
図２に、２階層からなるスケジューラの構造
の例を示す。Child Scheduler が下位の要素スケ
ジューラに対応し、Parent Scheduler が上位の
要素スケジューラに対応する。Child Scheduler
図１ システムの構成図
は、それぞれにスケジューリング目標を持つ。
この例では、一方の Child Scheduler が単位ス
２．２ OSD
ループット当りの I/O 回数の削減を目標として
ストレージアクセスのためのプロトコルとし
おり、主記憶によるディスクブロックのキャッ
て Object-Based Storage Device (OSD)を用いる。
シング機構に対応する。もう一方は I/O 効率(デ
OSD とは、ファイルシステムの一部機能を外部に
ィスク I/O の実効スループット)の向上を目標と
オフロードするための規格で、ファイルのメタ
しており、先読み機構に対応する。両者は、主
データのやりとりの際に OSD を用いることによ
記憶の獲得において競合関係にある。どちらに
って、少ないオーバヘッドでスケーラブルな
どれだけ主記憶を割り当てると最適な全体性能
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図２

２階層スケジューラ

この構造は、プログラムの構造に対応してい
る。Child Scheduler は、同一のフレームワーク
にそって、それぞれ独立したプログラムとして
実現される。個々の Child Scheduler は、目標
を表す識別子(尺度)、その目標値の現在値(実測
値)、資源の追加割り当てによって実測値が改善
さ れ る 予 想 値 ( 期 待 値 ) を 定 義 す る 。 Parent
Scheduler は、個々の Child Scheduler の目標と、
自らの目標の間の相関を測定し、これに期待値
を加重することによって各 Child Scheduler へ
の資源割り当てを決める。

置上にゾーンが形成されることが期待できる。
たとえば、テキスト編集では、アプリケーショ
ン、ライブラリ、文書データが、短期間でアク
セスされることが期待できる。同様に、プログ
ラム作成、ブラウザの動作でも、短期間でアク
セスされるファイル群が存在する。これらのア
クセスの特徴は、必然的な理由がある。一方、
２台のクライアントノードで、同時にテキスト
編集とシステムビルドが別々に実行されている
際、テキスト文書とコンパイラの参照は偶然に
よるものである。そこで、テキスト文書に関連
したゾーン中にバッファを設け、テキスト文書
に関係しないファイルを集めることによって、
単位時間内に実行される積算シーク距離を短く
することができる。このバッファは、仮想記憶
のスワップ領域として実現することによって少
ないオーバヘッドで、ダイナミックに変化する
アクセスパターンに追従したディスク上のペー
ジ移動を実現できる。

４．実装状況
Linux 上で稼動する、OSD サーバ(記憶媒体に
RAW Device)のフレームワークが完成し、クライ
アントとして動作するベンチマークツールを実
装している。Linux カーネルモジュールとして実
装された OSD ファイルシステムの基本実装が完
了している。
３．２ ディスク物理入出力効率の最適化
スケジューラのフレームワークの基本実装
ディスクの物理入出力効率の最適化を図るに
(Parent Scheduler 、 Child Scheduler 、 資 源 の
は、spatial locality の向上が必要である。す
ベースクラス)が完了し、それらを利用した、単
なわち、同時にアクセスされることの多いファ
純な資源配分を行う Parent Scheduler、RAM ス
イルは、ディスク装置の記憶媒体上でも近い位
置に配置されている必要がある。このためには、 ケジューラ、が完成している。プリフェッチス
ケジューラは実装中でこれらの Child Scheduler
ファイルイメージをディスク装置上で移動した
は、OSD サーバの中に組み込み実装している。今
りコピーしたりする方法が試みられてきた。し
後、評価結果について報告したい。
かしながら、同時にアクセスされるファイル間
の関係が、偶然に起因するものと、必然的なも
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